
-〒305-0063 つくば市下原 370-1 ℡．029-839-5656 spolebowl@tyw.co.jp 

旧年中は格別なご愛顧を賜り、 

誠に有難うございました。 
今年もスポーレボウル従業員一同、皆様のお越しを心よりおまちしています。これからも皆様に愛さ

れるボウリング場づくりを心がけ、よりいっそうのサービスを提供していきたいと思っております。 

今後ともご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

   従業員一同   

 

２０１０年各月に行われた大会のトップを決するマンスリーチャンピオン決定戦。そのマンスリーチ

ャンピオン決定戦の上位選手の中から、栄光あるグランドチャンピオンを決します。 

  日 時  ： 平成２３年１月１５日（土曜日） 午後７時スタート 

   参加費  ： 会員４５００円 一般５０００円 

   大会方式 ： 予選６ゲーム（３ゲーム毎レーン移動・アメリカン方式） 

          決勝は予選上位５名によるシュートアウト方式（マンスリー決定戦と同方式） 

          当センター認定年齢性別ＨＤＣＰ採用 

   参加資格 ： ２０１０年１月から１２月までの各マンスリーチャンピオン決定戦にて 

上位５位内入賞者（資格者は場内掲示板にて発表いたします） 

  表 彰  ： 優勝～第５位 Ｈ／Ｇ賞 その他参加賞がございます 

１月の団体予約状況（１２月末時点・レーン大半を使用する団体のみ掲載） 

下記時間帯については多めの待ち時間を頂く場合がございます、ご利用の際には事前にご確認をいただけます

ようお願いいたします。また本誌発行後に団佒様のご予約が入る場合がございます。予めご了承下さいませ。 

電話：０２９－８３９－５６５６ 

９日 １４時００分よりおよそ１時間半       １８レーンのご予約 

１４日 １９時００分よりおよそ１時間半       １４レーンのご予約 

１６日 １２時００分よりおよそ１時間半       ２０レーンのご予約 

２０日 １８時００分よりおよそ１時間半       １５レーンのご予約 

    ２２日  ９時００分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

 

年始の教室・リーグ戦案内 
各曜日で開催されていますボウリング教室・リーグ戦ですが、年末年始の特別営業期間により下記の日程から

再開とさせていただきます。お間違えのないようご注意くださいませ。 

ボウリング教室【６日】  ７－１０リーグ【１０日】  元気会リーグ【１１日】 
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２０１１年 １月 大会スケジュール 
 

各種大会を以下の日程にて予定しております。 

１月開催予定大会 

日付 開始時刻 大会名 G数 HDCP 参加費 (お一人様) 

5(水) 20：30 アサヒカップ ４Ｇ オフィシャル 会員2,800円 一般3,200円 

7(金) 20：00 メンバーズ月例会 ６Ｇ オフィシャル 会員大会 3,800円  

12(水) 20：30 花本正登プロチャレンジマッチ ３Ｇ オフィシャル 会員2,500円 一般2,800円 

14(金) 20：30 ダイドードリンコカップ 4Ｇ オフィシャル 会員2,800円 一般3,200円 

15(土) 19：00 グランドチャンピオン決定戦 ６Ｇ 年齢性別 会員4,500円 一般5,000円 

19(水) 20：30 ダブルスプロチャレンジマッチ ３Ｇ オフィシャル チーム 5,000円 

21(金) 20：30 コカ・コーラカップ 4Ｇ オフィシャル 会員2,800円 一般3,200円 

23(日) 12：00 レディース＆シニア月例会 ３Ｇ 年齢性別 会員2,500円 一般2,800円 

26(水) 20：30 つくばユーワールド杯 ４Ｇ オフィシャル 会員・一般 2,800円 

28(金) 20：30 野口圭プロチャレンジマッチ ３Ｇ オフィシャル 会員2,500円 一般2,800円 

29(土) 20：00 マンスリーチャンピオン決定戦 ３Ｇ 年齢性別 会員2,500円 一般2,800円 

２月上旬開催予定大会 

2(水) 20：30 アサヒカップ ４Ｇ オフィシャル 会員2,800円 一般3,200円 

4(金) 20：00 メンバーズ月例会 ６Ｇ オフィシャル 会員大会 3,800円  

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１０年１１月２２日からの大会結果一覧です。１２月２２日からの成績は２月号にて！ 

表示スコアは H/C を含みます 尚、H/C は総 H/C となります 

いい夫婦の日ダブルストーナメント 11/22 

優 勝 三浦夫婦   １２３５（Ｈ／Ｃ ７４） 

準優勝 千葉夫婦   １１９９（Ｈ／Ｃ ７４） 

第３位 尾崎夫婦   １１１７（Ｈ／Ｃ ６０） 

つくばユーワールド杯 11/24 

優 勝 北村 干    ９７１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 登坂 信彦   ９６８（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 藤井 真弓   ９０６（Ｈ／Ｃ  ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 11/26 

優 勝 三浦 秀司    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

準優勝 登坂 信彦    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 昆野 正明    － （Ｈ／Ｃ １０） 

アサヒカップ 12/1 

優 勝 藤井 真弓   ９８８（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 大野 一生   ９７１（Ｈ／Ｃ ６４） 

第３位 登坂 信彦   ９６２（Ｈ／Ｃ  ０） 

メンバーズ月例会 12/3 

優 勝 佐藤 誠一  １３５４（Ｈ／Ｃ ６０） 

準優勝 幸田 一之  １２８３（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 堀田 広一郎 １２６７（Ｈ／Ｃ ７２） 

 

レディース&シニア月例会 12/5 

優 勝 昆野 正明   ６６６（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 吉田 征洋   ６２９（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 吉田 忠    ６００（Ｈ／Ｃ １５） 

花本正登プロチャレンジマッチ 12/8 

優 勝 昆野 正明   ９５０（Ｈ／Ｃ ４０） 

準優勝 藤井 真弓   ８８８（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 野口 眞也   ８５７（Ｈ／Ｃ ６４） 

第４回山下昌吾プロチャレンジマッチ 12/10～12 

優 勝 登坂 信彦   ７３１（Ｈ／Ｃ １５） 

準優勝 藤井 真弓   ７１０（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 佐藤 誠一   ７０９（Ｈ／Ｃ １５） 

ダイドードリンコカップ 12/15 

優 勝 登坂 信彦   ８６９（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 坂東 倫行   ８６８（Ｈ／Ｃ ２４） 

第３位 磯山 泰佑   ８４０（Ｈ／Ｃ ８０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 12/17 

優 勝 尾崎親子   １１８６（Ｈ／Ｃ１８６） 

準優勝 尾崎・青山  １１７１（Ｈ／Ｃ１５６） 

第３位 久松・湯原  １１５６（Ｈ／Ｃ ７５） 

 

 


